
あきた新発見クイズ
あなたはどれくらい知っているだろうか！
参考：『新 秋田ふるさと検定公式テキスト』秋田商工会議所(\1,400)

年 組 氏名

◇観光・施設編
１ 大館市のある木造としては世界最大級のドームの名前は何か。

大館ハチ公ドーム 大館白神ドーム 大館樹海ドーム 大館曲げわっぱドーム

２ 鹿角市花輪の国道２８２号沿いにある道の駅かづのの愛称は何か。

えすぱる がんば あんとらあ さんふれっちぇ

３ 北秋田市の国道７号沿いにある道の駅たかのすにある世界最大のものとは何か。

弓矢 太鼓 木琴 横笛

４ 八峰町にある道の駅はちもりの有名な湧き水の名前は何か。

力水 滝の頭 お殿水 ニテコ清水

５ 男鹿水族館の愛称は何か。

ＧＡＯ アルヴェ ＷＡＯ ミルヴェ

６ 仙北市にあるたざわこ芸術村を本拠地にしている劇団は何か。

ばっけ座 ぜんまい座 しどけ座 わらび座

７ 大潟村が平成３年に，当時のふるさと創生事業でオープンさせた温泉は何か。

ポルダー潟の湯 サンルーラル潟の湯 ユフォーレ潟の湯 こまち潟の湯

８ 仙北市の乳頭温泉郷で，小学校の校舎を移築再建した建物を利用している温泉は何か。

妙の湯温泉 孫六温泉 鶴の湯温泉 大釜温泉

９ 北秋田市米内沢出身の作曲家，成田為三の資料を展示している施設は何か。

カナリヤの歌音楽館 千鳥の歌音楽館 赤い鳥音楽館 浜辺の歌音楽館

１０ 元秋田銀行本店で，秋田を代表する版画家，勝平得之の作品などを展示している施設は何か。

ねぶり流し館 赤れんが郷土館 平福記念美術館 アルヴェ

◇祭り・行事編
１１ 能代市で９月に行われる，竿燈，ねぶたなど各地の有名な祭りが集結するイベントは何か。

能代サマーカーニバル おなごりカーニバル おなごりフェスティバル

能代サマーフェスティバル

１２ にかほ市金浦で２月に行われる「掛魚祭り」で奉納される魚は何か。

ハタハタ タラ ニシン フグ

１３ 横手市で２月に行われる「かまくら」は内部奥に神様を祀るが，その神様は何か。

天神様 大黒様 稲荷様 水神様

１４ 湯沢市で２月に行われる「犬っこまつり」の起源の言い伝えで，昔湯沢の殿様が退治したとい

われているのは何か。

疫病 盗賊 鬼 大猿

１５ 角館で２月に行われる「火振りかまくら」の火の粉を受けるとどうなると言われているか。

風邪をひかない 火事にあわない 豊作になる 米の値段が上がる

◇自然編
１６ 秋田県で世界遺産に登録されているものは何か。

十和田湖 白神山地 抱き返り渓谷 田沢湖

１７ 大館市の長走風穴は夏でも冷風が吹き出すことで有名だが，この影響で見られるものは何か。

高山植物の生育 雷鳥の生息 エゾカミキリの生息 万年雪の発生



１８ 秋田県にある日本一深い湖は何か。

十和田湖 八郎潟 太平湖 田沢湖

１９ 秋田県にある山で最も高い山は何か（隣県にまたがるものも含む）。

栗駒山 秋田駒ヶ岳 鳥海山 森吉山

２０ 俳人松尾芭蕉が『奥の細道』で訪れ，象潟で詠んだ次の句の（ ）の部分は何か。

「象潟や 雨に西施が （ ）」ねぶの花 うめの花 たけの花 ゆりの花

２１ にかほ市象潟の鳥海山で「鳥海マリモ」が自生する湿原は何か。

芝谷地湿原 釧路湿原 刺巻湿原 獅子ヶ鼻湿原

２２ かつて田沢湖にのみ生息し，玉川の酸性水の流入によって絶滅したといわれる魚は何か

ヒメマス イバラトミヨ クニマス ハタハタ

２３ 主に北海道に生息し，東北では白神山地や森吉山などで見られる天然記念物の鳥は何か。

シマフクロウ ノグチゲラ クマゲラ チョウゲンボウ

２４ 能代市二ッ井の水沢国有林にある日本一高いといわれる杉の呼び名は何か。

にぶな杉 じょうもん杉 しののめ杉 きみまち杉

２５ 日本の滝百選にも選ばれた，落差５７．４ｍの，鳥海山周辺では最大の名瀑は何か。

白糸の滝 法体の滝 奈曽の白滝 華厳の滝

◇生活文化編
２６ 畑のキャビアと呼ばれるとんぶりは何の実か。

ソバ ホウキソウ チョウザメ ホウセンカ

２７ 秋田名物として注目が集まっているババヘラアイスの目印は何か。

なまはげ人形 パラソル 赤いのぼり旗 しゃもじの看板

２８ 秋田弁で「叱る」という意味の言葉は何か。

きまげる こじける ほだえる ごしゃぐ

２９ オリンピックで金メダルを獲得した唯一の秋田県出身女性は誰か。

長崎宏子 浅利純子 荒木田裕子 小野清子

３０ 秋田市の金足西小学校はある歌の発祥地としての歌碑があるが，その歌は何か。

浜辺の歌 どじょっこふなっこ 赤とんぼ ドンパン節

３１ 秋田県出身で「釣りキチ三平」のヒットなどで知られる漫画家は誰か。

倉田よしみ 矢口高雄 高橋よしひろ 里中真智子

３２ 総合格闘家として人気の桜庭和志の出身高校はどこか。

秋田中央高校 秋田商業高校 秋田高校 秋田南高校

３３ 秋田商業高校から青山学院大学を経て現在ヤクルトスワローズで活躍するプロ野球選手は誰か。

落合博満 高橋由伸 石川雅規 ラミレス

３４ 秋田県立野球場の愛称は何か。

あきたスタジアム 東京ドーム ハタハタスタジアム こまちスタジアム

３５ 能代市檜山地方は納豆で有名だが，そのほかにある作物の北限の産地でもある。それは何か。

コーヒー お茶 みかん りんご

３６ 飢饉をしのぐために小麦粉をねって手でなったことが始まりといわれる湯沢市の特産品は何か。

だまこもち さぬきうどん いなにわうどん きりたんぽ

３７ 「あねこむし」と呼ばれる虫は何か。

カメムシ カブトムシ ゴキブリ アリ

３８ 京言葉の「雅香」が語源となっている方言は何か。

あめっこ（飴） みそっこ（味噌） まま（ごはん） がっこ（漬け物）

３９ 長崎平戸のオランダ人から伝わったとされ「平戸細工」ともいわれる，藩政時代に領内の金銀

を使った細工物は何か。 樺細工 組み木細工 銀線細工 金飾細工

４０ 由利本荘市に伝わる民芸品で，江戸時代初期に本荘城の女中たちから城下に広まったのは何か。

ぜんまい織 木地山こけし 川連漆器 御殿まり



◇産業編
４１ 平成１９年で１３０回の開催となった秋田県最大の農業イベントは何か。

土地改良点 農業試験場祭 種苗交換会 物産進行交流会

４２ 県の魚「はたはた」は資源の減少から一時自主禁漁が行われたが，その期間は何年か。

１年 ２年 ３年 ４年

４３ 県製造業の基幹である電気機械業種の中心地でＴＤＫなどの工場が集中している市はどこか。

湯沢市 北秋田市 由利本荘市 にかほ市

４４ 北秋田市にある大館能代空港の愛称は何か。

こまち空港 あきた北空港 なまはげ空港 あきたみらい空港

４５ 秋田港との間に国際コンテナ定期航路を開設しているのはどこの港か。

ウラジオストク港(ロシア) 上海港(中国) 釜山港(韓国) ホノルル港(アメリカ)

◇歴史編
４６ 大館能代空港工事の調査で見つかった遺跡で，複数の環状列石などが発掘されているのは何か。

大湯環状列石遺跡 杉沢台遺跡 三内丸山遺跡 伊勢堂岱遺跡

４７ 石川理紀之助ら「老農」と呼ばれる農業指導者らが結成した農民団体は何か。

種苗交換会 歴観農話連 秋成社 全国農民組合秋田県連合会

４８ 三十六歌仙の一人で美女として有名な，湯沢市が出生地と言われる平安時代の女流歌人は誰か。

紫式部 清少納言 小野小町 田中真紀子

４９ 秋田藩の藩校で，人材育成を目的に創設されたのは何か。

明徳館 国学館 千秋館 佐竹館

５０ 昭和５８年５月２６日能代沖の日本海を震源としたマグニチュード７．７の大地震は何か。

能代地震 秋田地震 日本海中部地震 男鹿地震

さぁ結果はいかがでしたか？（1問2点） 点

１００点を取った人 → 次の秋田県知事は君だ！

８０点～９９点の人 → あなたは秋田県民のかがみです！

６０点～７９点の人 → あなたはまんずまんずフツーの秋田県民

５９点以下の人 → あなたは秋田県民見習い？！

◇あきた新発見クイズを終え，感じたことや考えたこと，関心をもったことをまとめましょう。



秋田県 概要
面 積 11,612.11 km2

人 口 1,071,843 人

世帯数 391,007世帯 どの市町村がどの位置か，わかるかな？

市町村 秋田市，男鹿市，潟上市，大仙市，仙北市，大館市，北秋田市，由利本荘市，にかほ市，

横手市，能代市，湯沢市，鹿角市

五城目町，八郎潟町，井川町，大潟村，美郷町，上小阿仁村，藤里町，三種町，八峰町，

羽後町，東成瀬村，小坂町

県の花 フキノトウ

県の木 秋田杉

県の鳥 ヤマドリ（山鳥）

県の魚 ハタハタ

県の歌 秋田県民歌

県庁所在地 秋田県秋田市山王4丁目1番1号


